
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など   横浜市コールセンター
664 -2828
callcenter@city.yokohama.jp

毎日8時～21時
に こ に こ

　今年の6月18日に発生し、最大震度6弱を記録した「大阪府北部を震源とする地
震」、西日本を中心に甚大な被害をもたらした「平成30年7月豪雨」と、大きな災害
が続いています。

　横浜市では、いざという時に備え、感震ブレーカーの設置促進、土砂災害警戒区域内の約9,800か所の崖地
の現地調査などの対策に力を入れてきました。また、今回の災害を踏まえ、全市立小学校の通学路上のブロッ
ク塀等の安全確認なども実施しています。これまでの災害から得た教訓を生かし、皆様の尊い命をお守りで
きるよう、引き続き、防災・減災対策にしっかりと取り組んでまいります。
　こうした「公助」の取組に加えて、市民の皆様には、自らの命を守る「自助」、地域で助け合う「共助」の取組を
お願いしています。区役所などで配布しているハザードマップや防災パンフレットなどをご活用いただき、
改めて、お住まいの地域の状況や避難所までの経路、ご家族や隣近所の方との連絡手段をご確認ください。食
料・水の備蓄、家具転倒防止器具の設置、防災情報の入手方法の確認、地域の防災訓練への参加など、日頃から
の備えをお願いします。
　防災・減災対策に終わりはありません。災害に強い安全で安心な都市・横浜を実現するために、ご一緒に災
害対応力を高めていきましょう。

防災対策は日頃から

人　口
世帯数

3,740,617人
1,690,284世帯

※紙面中、特に記載がない場合、市
外局番は「045」です。
※いただいた個人情報やご意見は
「横浜市個人情報の保護に関す
る条例」に従い、目的の範囲内で
適正に管理・利用します。

（2018年8月1日現在）

ホームページから広報よこはま市版・各区版を閲覧できます。 広報よこはま 検 索

市政へのご提案は、「市民からの提案」と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号を書いて区役所へ。

備えは十分ですか？
詳しくは２ページへ

家族で話し合う
災害時の連絡先・連絡方法を
確認している

近くの避難場所（家族の
集合場所）を確認している

ハザードマップで家の周辺の
危険箇所、避難ルートなどを
確認している

隣近所で
助け合う関係を

日頃からコミュニケーションをとるなど
顔の見える関係をつくっている

自治会町内会などの
防災訓練へ参加している

備蓄品の点検
（備蓄する量の目安は最低3日分）

飲料水
（1人3日分で9L）

食料（インスタント食品、
缶詰など）

トイレパック
（1人3日分で15個）

家の安全対策
家の耐震性に問題はない

家具の転倒防止対策をしている

ドアの前や廊下など避難路には
ものを置かないようにしている

窓や食器棚などのガラスの
飛散防止対策をしている

感震ブレーカーなど、
出火防止の対策をしている

災害はいつ起こるかわかりません。もしもの時に備えて、チェックしましょう！

広報よこはま拾い読み 検 索
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「災害への備え」広報よこはまを
動画で紹介しています
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総務局危機管理課へ　　 671-2012　　 641-1677

【1ページのチェック項目および2ページに関する問合せは】総務局危機管理課へ　　 671-2012　　 641-1677
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　6月の「大阪府北部を震源とする地震」、7月の「平成30年7月豪
雨」と、大きな災害が起こっています。災害が起きるその前に、一人
ひとりが備えることで多くの命を守ることができます。今からで
きることに取り組み、備えましょう。

災害が起きるその前に、
今からできること

地震
火災

豪雨
災害

　本市の地震被害想定では、地震火災による焼失被害が市内で約77,000棟※に
もなるとされています。地震によって起きる火災は、建物から出火し、それが
燃え広がることで大きな被害を及ぼします。地震火災の被害を軽減するため
にできる対策を行い、備えましょう。

　6月に発生した「大阪府北部を震源とする地震」で
は、ブロック塀の倒壊被害がありました。
　基準に適合しない塀は、地震の際に簡単に倒れ、
道路をふさいで避難や救助・消火活動の妨げになる
だけでなく、人命を奪うこともあります。また、塀
が倒壊して事故が発生した場合には、所有者がその
責任を問われる可能性があります。
　塀の安全点検を行い、災害に備えましょう。

　地震による火災は、地震の揺れに伴う電気機器か
らの出火や停電復旧時の出火など、電気関連のもの
が大きな要因となっています。東日本大震災では、
本震による火災のうち、6割は電気が原因であるこ
とが明らかになっています。

　震災時、電気による出火を防ぐため
にはブレーカーを遮断することなど
が効果的です。大きな揺れを感じた
場合に電気を自動で止める「感震ブ
レーカー」の設置は、地震時の出火を
大きく減らす効果が期待できます。

　事前にハザードマップなどを活用して居住する地域や自宅の浸水・土砂
災害などの危険性を確認し、避難経路を検討しておきましょう。ハザード
マップは、各区役所で配布しているほか、ホームページでも確認できます。
　また、テレビやラジオなどから得られる気象情報・避難情報をこまめに
確認し、危険が迫る前に早めに避難を開始しましょう。

「燃えにくいまち・燃え広がらないまち」へ

ブロック塀等の安全点検をしましょう

　チェック項目を点検し、チェックが入らない項目が1つでもあれば、危険性が
疑われますので※、取り壊すか、作り替えるなどの改善が必要です。まずは外観
で1～5をチェックし、6・7の内容については専門家に相談しましょう。チェッ
クが入らない項目があった場合や、わからないことがある場合も専門家に相談
しましょう。対策をとるまでの間は、通行者に対して注意表示を行いましょう。

ブロック塀や組積造の塀の安全点検チェックポイント

豪雨災害から身を守るために
「事前の情報確認」と「危険が迫る前の早めの避難」が大切です

火災対策に有効

感震ブレーカーを設置しましょう

出火原因は、電気関連が大半を占める

●柱・はり・かべなどの建物の重要な部
分が不燃性の材料で覆われている。
●窓などの開口部に防火設備が設けら
れている。

耐火性のある建物

　同居している家族全員が次の①～⑥のいずれかに当てはま
る世帯に、家具転倒防止器具を無料で取り付けます（器具代は
自己負担です）。

① 65歳以上（要件を緩和）
② 身体障害者手帳を持っている
③ 愛の手帳を持っている
④ 精神障害者保健福祉手帳を
　 持っている
⑤ 介護保険法による要介護、
　 要支援の認定を受けている
⑥ 中学生以下
※「中学を卒業した人」から「64歳以下の人」
　については、②～⑤のいずれかに該当し
　ない限り、この制度の対象となりません。

【申込み】11月30日（金）まで

転倒防止器具の無料取り付け代行

　6月に起きた「大阪府北部を震源とする地震」では、家具など
の転倒により死者が出ました。特に、転倒した家電などは負傷
や逃げ遅れの原因になるだけでなく、電気火災の原因にもなり
ます。自分自身や家族の命を守るために、転倒防止器具を設置
するなど、事前に対策をしましょう。

負傷や逃げ遅れの対策に

家具の転倒防止対策をしましょう

　木造住宅が多い地域で火災が発生すると、近くの建物に次々と燃
え広がり、大きな被害をもたらします。建物の建て替えなどの際、「耐
火性のある建物」にすることでまち全体が燃えにくくなり、地震火災
による被害を小さくすることができます。

地震火災による被害を減らすために

建物の不燃化対策をしましょう

【感震ブレーカーに関する問合せは】

総務局危機管理課へ　　 671-3456　　 641-1677

【建物の不燃化に関する問合せは】

都市整備局防災まちづくり推進課へ　　 671-3595　　 663-5225

【転倒防止器具の無料取り付け代行に関しての問合せは】

横浜市まちづくりセンターへ　　 262-0667　　 315-4099
【家具の転倒防止対策に関しての問合せは】

総務局危機管理課へ　　 671-3456　　 641-1677

対策 対策

対策

横浜市　防災の地図 検 索ハザードマップについてはこちら

災害の備えについてはこちら

簡易タイプ
ホームセンター・
家電量販店
などで購入 分電盤タイプ

電気工事店など
による設置工事

焼失被害想定は、約77,000棟

鉄筋
ひび割れ

高さ

控え壁

根入れ

厚さ

出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」  
日本建築防災協会  2013．1より一部改

※塀が構造計算によって安全性が確かめられている場合は、この限りではありません。

□１ 塀の高さは地盤から2.2m以下か。
□２ 塀の厚さは10cm以上か（塀の高さが

2m超2.2m以下の場合は15cm以上）。
□３ 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さ

の5分の1以上突出した控え壁がある
か（塀の高さが1.2m超の場合）。

□４ コンクリートの基礎※があるか。
□５ 塀に、傾き、ひび割れはないか。
   ※基礎…建物を支え、地盤に定着させる部分を
　　　　いいます。

専門家に相談しましょう
□６ 塀に鉄筋が入っているか。
□７ 基礎の根入れの深さは30cm以上か
（塀の高さが1.2m超の場合）。

□１ 塀の高さは地盤から1.2m以下か。
□２ 塀の厚さは塀の高さの10分の1以上か。
□３ 塀の長さ4m以下ごとに塀の厚さの

1.5倍以上突出した控え壁があるか。
□４ 基礎があるか。
□５ 塀に、傾き、ひび割れはないか。

専門家に相談しましょう
□６ 基礎の根入れの深さは20cm以上か。

補強コンクリート
ブロック塀の場合

組積造（れんが造、石造、鉄筋のない
ブロック造）の塀の場合

組積造…れんが、石、鉄筋のないブロックなどを
　　　　積み上げて作る構造物のこと。

【専門家への相談先に関する問合せは】コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828
【この記事に関する問合せは】建築局情報相談課へ　　 671-2953　　 681-2436

ブロック塀　横浜市 検 索

よこはまシニア通信 よこはま
健康ファミリィ
キャラクター

パパ ママ ワタシ ジィジ バァバヘルスィ

ふれーゆで楽しい教室やイベントを開催！ 【日時】  9月20日（木）　
13時30分～15時30分

【定員】  100人
【費用】  前売り／2,000円　当日／2,300円

※前売り販売は、ふれーゆ1階フロントか電話で。
9月19日（水）まで（売切れ次第終了）

【特典】  入浴1回無料利用
（前売り・当日ともに有効）

【対象】  65歳以上の市民（ふれーゆは60歳以上の市民）

【この記事に関する問合せは】ふれーゆへ　　 521-1010　　 521-1099　開館時間：9時～21時（10月～3月は20時まで）休館日：毎月第２火曜（7・8月除く）

敬老月間  施設の市民優待利用

【この記事に関する問合せは】

コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828

かがやきクラブ横浜で
一緒に活動しましょう！

【この記事に関する問合せは】

横浜市老人クラブ連合会へ　　 433-1256　　 433-1257

【真打】金原亭馬治 【二つ目】三遊亭歌実

※かがやきクラブ横浜は、横浜市老人クラブ連合会の愛称です。

　住み慣れた地域で
楽しく生活していき
たい、同世代の仲間を
見つけたい、活動した
いという人におすす
めです。

　9月の敬老月間にあわせ、施設の市民優待
利用を実施します。お得に施設を利用でき
るこの機会にでかけてみませんか。利用の
際は、氏名・年齢・住所を確認できる書類を持
参してください。

・趣味の活動
（カラオケ・旅行・学習活動など）

・健康づくり・介護予防活動
（体操・グラウンドゴルフ・ウォーキングなど）

・地域交流
（登下校の見守り・日常生活の支援・世代間交流など）

こんな活動をしています
※（　）内は一例です

かがやきクラブ横浜 検 索

青　葉　　 972-3076

　旭　　 　360-5056

　泉　　 　801-6008

磯　子　 　752-3452

神奈川　 　313-1708

金　沢　 　784-5121

港　南　 　841-0252

港　北　 　547-6506

　栄　　 　894-8418

瀬　谷　 　303-2845

都　筑　　 944-1826

鶴　見　 　505-5581

戸　塚　 　871-6084

　中　　 　681-8480

　西　　 　451-3183

保土ケ谷　 　331-3322

　緑　　 　933-1133

　南　　 　713-8566

入会申込みは、各区の老人（シニア・シルバー）クラブ連合会へ

金沢動物園※

よこはま動物園ズーラシア

ランドマークタワー（展望フロア）

そごう美術館

帆船日本丸・横浜みなと博物館

日本郵船氷川丸

日本郵船歴史博物館

横浜マリンタワー（展望フロア）

横浜人形の家

ふれーゆ

9月15日（土）～21日（金）
※金沢動物園のみ、9月18日（火）は休み。

9月15日（土）～17日（月・祝）

9月17日（月・祝）

9月17日（月・祝）～21日（金）

施設名 実施日 料金

そせきぞう

※元禄型関東地震を想定

防災情報Eメール
　二次元コードを読み取るか、
entry-yokohama@bousai-mail.jpへ空メールを
送信してください。登録案内メールが届きます。

Yahoo!防災速報
　二次元コードを読み取り、スマートフォンから利
用できる「アプリ版」をダウンロードするか、パソコ
ンや従来型の携帯電話から利用できる「メール版」
に登録することで、防災緊急情報を受信できます。

防災情報Eメールやアプリで情報を入手
事前に登録をしておきましょう

補強コンクリート
ブロック塀

　温水プールと人工温泉が楽しめ
る施設です。各種水泳やアクアビ
クス、やさしいヨガなどの教室も
楽しめます。

落語会を開催します

対象を拡大しました！

ふれーゆ
ワゴン運行中
詳しくは、問合せを

［住所］鶴見区末広町1-15-2

無料

高齢者料金の半額

防災よこはま 検 索
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しましょう。対策をとるまでの間は、通行者に対して注意表示を行いましょう。

ブロック塀や組積造の塀の安全点検チェックポイント

豪雨災害から身を守るために
「事前の情報確認」と「危険が迫る前の早めの避難」が大切です

火災対策に有効

感震ブレーカーを設置しましょう

出火原因は、電気関連が大半を占める

●柱・はり・かべなどの建物の重要な部
分が不燃性の材料で覆われている。
●窓などの開口部に防火設備が設けら
れている。

耐火性のある建物

　同居している家族全員が次の①～⑥のいずれかに当てはま
る世帯に、家具転倒防止器具を無料で取り付けます（器具代は
自己負担です）。

① 65歳以上（要件を緩和）
② 身体障害者手帳を持っている
③ 愛の手帳を持っている
④ 精神障害者保健福祉手帳を
　 持っている
⑤ 介護保険法による要介護、
　 要支援の認定を受けている
⑥ 中学生以下
※「中学を卒業した人」から「64歳以下の人」
　については、②～⑤のいずれかに該当し
　ない限り、この制度の対象となりません。

【申込み】11月30日（金）まで

転倒防止器具の無料取り付け代行

　6月に起きた「大阪府北部を震源とする地震」では、家具など
の転倒により死者が出ました。特に、転倒した家電などは負傷
や逃げ遅れの原因になるだけでなく、電気火災の原因にもなり
ます。自分自身や家族の命を守るために、転倒防止器具を設置
するなど、事前に対策をしましょう。

負傷や逃げ遅れの対策に

家具の転倒防止対策をしましょう

　木造住宅が多い地域で火災が発生すると、近くの建物に次々と燃
え広がり、大きな被害をもたらします。建物の建て替えなどの際、「耐
火性のある建物」にすることでまち全体が燃えにくくなり、地震火災
による被害を小さくすることができます。

地震火災による被害を減らすために

建物の不燃化対策をしましょう

【感震ブレーカーに関する問合せは】

総務局危機管理課へ　　 671-3456　　 641-1677

【建物の不燃化に関する問合せは】

都市整備局防災まちづくり推進課へ　　 671-3595　　 663-5225

【転倒防止器具の無料取り付け代行に関しての問合せは】

横浜市まちづくりセンターへ　　 262-0667　　 315-4099
【家具の転倒防止対策に関しての問合せは】

総務局危機管理課へ　　 671-3456　　 641-1677

対策 対策

対策

横浜市　防災の地図 検 索ハザードマップについてはこちら

災害の備えについてはこちら

簡易タイプ
ホームセンター・
家電量販店
などで購入 分電盤タイプ

電気工事店など
による設置工事

焼失被害想定は、約77,000棟

鉄筋
ひび割れ

高さ

控え壁

根入れ

厚さ

出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」  
日本建築防災協会  2013．1より一部改

※塀が構造計算によって安全性が確かめられている場合は、この限りではありません。

□１ 塀の高さは地盤から2.2m以下か。
□２ 塀の厚さは10cm以上か（塀の高さが

2m超2.2m以下の場合は15cm以上）。
□３ 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さ

の5分の1以上突出した控え壁がある
か（塀の高さが1.2m超の場合）。

□４ コンクリートの基礎※があるか。
□５ 塀に、傾き、ひび割れはないか。
   ※基礎…建物を支え、地盤に定着させる部分を
　　　　いいます。

専門家に相談しましょう
□６ 塀に鉄筋が入っているか。
□７ 基礎の根入れの深さは30cm以上か
（塀の高さが1.2m超の場合）。

□１ 塀の高さは地盤から1.2m以下か。
□２ 塀の厚さは塀の高さの10分の1以上か。
□３ 塀の長さ4m以下ごとに塀の厚さの

1.5倍以上突出した控え壁があるか。
□４ 基礎があるか。
□５ 塀に、傾き、ひび割れはないか。

専門家に相談しましょう
□６ 基礎の根入れの深さは20cm以上か。

補強コンクリート
ブロック塀の場合

組積造（れんが造、石造、鉄筋のない
ブロック造）の塀の場合

組積造…れんが、石、鉄筋のないブロックなどを
　　　　積み上げて作る構造物のこと。

【専門家への相談先に関する問合せは】コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828
【この記事に関する問合せは】建築局情報相談課へ　　 671-2953　　 681-2436

ブロック塀　横浜市 検 索

よこはまシニア通信 よこはま
健康ファミリィ
キャラクター

パパ ママ ワタシ ジィジ バァバヘルスィ

ふれーゆで楽しい教室やイベントを開催！ 【日時】  9月20日（木）　
13時30分～15時30分

【定員】  100人
【費用】  前売り／2,000円　当日／2,300円

※前売り販売は、ふれーゆ1階フロントか電話で。
9月19日（水）まで（売切れ次第終了）

【特典】  入浴1回無料利用
（前売り・当日ともに有効）

【対象】  65歳以上の市民（ふれーゆは60歳以上の市民）

【この記事に関する問合せは】ふれーゆへ　　 521-1010　　 521-1099　開館時間：9時～21時（10月～3月は20時まで）休館日：毎月第２火曜（7・8月除く）

敬老月間  施設の市民優待利用

【この記事に関する問合せは】

コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828

かがやきクラブ横浜で
一緒に活動しましょう！

【この記事に関する問合せは】

横浜市老人クラブ連合会へ　　 433-1256　　 433-1257

【真打】金原亭馬治 【二つ目】三遊亭歌実

※かがやきクラブ横浜は、横浜市老人クラブ連合会の愛称です。

　住み慣れた地域で
楽しく生活していき
たい、同世代の仲間を
見つけたい、活動した
いという人におすす
めです。

　9月の敬老月間にあわせ、施設の市民優待
利用を実施します。お得に施設を利用でき
るこの機会にでかけてみませんか。利用の
際は、氏名・年齢・住所を確認できる書類を持
参してください。

・趣味の活動
（カラオケ・旅行・学習活動など）

・健康づくり・介護予防活動
（体操・グラウンドゴルフ・ウォーキングなど）

・地域交流
（登下校の見守り・日常生活の支援・世代間交流など）

こんな活動をしています
※（　）内は一例です

かがやきクラブ横浜 検 索

青　葉　　 972-3076

　旭　　 　360-5056

　泉　　 　801-6008

磯　子　 　752-3452

神奈川　 　313-1708

金　沢　 　784-5121

港　南　 　841-0252

港　北　 　547-6506

　栄　　 　894-8418

瀬　谷　 　303-2845

都　筑　　 944-1826

鶴　見　 　505-5581

戸　塚　 　871-6084

　中　　 　681-8480

　西　　 　451-3183

保土ケ谷　 　331-3322

　緑　　 　933-1133

　南　　 　713-8566

入会申込みは、各区の老人（シニア・シルバー）クラブ連合会へ

金沢動物園※

よこはま動物園ズーラシア

ランドマークタワー（展望フロア）

そごう美術館

帆船日本丸・横浜みなと博物館

日本郵船氷川丸

日本郵船歴史博物館

横浜マリンタワー（展望フロア）

横浜人形の家

ふれーゆ

9月15日（土）～21日（金）
※金沢動物園のみ、9月18日（火）は休み。

9月15日（土）～17日（月・祝）

9月17日（月・祝）

9月17日（月・祝）～21日（金）

施設名 実施日 料金

そ せ き ぞ う

※元禄型関東地震を想定

防災情報Eメール
　二次元コードを読み取るか、
entry-yokohama@bousai-mail.jpへ空メールを
送信してください。登録案内メールが届きます。

Yahoo!防災速報
　二次元コードを読み取り、スマートフォンから利
用できる「アプリ版」をダウンロードするか、パソコ
ンや従来型の携帯電話から利用できる「メール版」
に登録することで、防災緊急情報を受信できます。

防災情報Eメールやアプリで情報を入手
事前に登録をしておきましょう

補強コンクリート
ブロック塀

　温水プールと人工温泉が楽しめ
る施設です。各種水泳やアクアビ
クス、やさしいヨガなどの教室も
楽しめます。

落語会を開催します

対象を拡大しました！

ふれーゆ
ワゴン運行中
詳しくは、問合せを

［住所］鶴見区末広町1-15-2

無料

高齢者料金の半額

防災よこはま 検 索
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　本市では、緑の減少に歯止めをかけ、「緑豊かなまち横浜」を次世代に継承するため、「横浜みどり税」を一部財源として活用しながら、
「横浜みどりアップ計画」を進めています。平成21年度からスタートした「横浜みどりアップ計画」は、今年度で2期目が終了します。
　今後については「これからの緑の取組[2019-2023]」の原案を策定し、検討を進めています。

森の保全が進展

　市内に残るまとまりのある樹林地を保全して次
世代に引き継ぐため、特別緑地保全地区・市民の
森・緑地保存地区などの制度指定を積極的に進め
ました。

農とのふれあいの場が着実に増加

　食と農への関心から、農とのふれあいを求める
市民の声の高まりに応えるため、収穫体験から本
格的な農作業まで、さまざまな市民ニーズに合わ
せた農園の開設や整備を進めました。

街の賑わいを生み出す緑や花の創出が進展

　都心臨海部では、質の高い緑や花の整備と管理を
集中的に展開し、街の魅力の形成、にぎわいづくり
につなげました。全国都市緑化よこはまフェアの
会場としても活用し、多くの人でにぎわいました。

平成31年度以降の取組についても検討を進めています
　横浜みどりアップ計画は、平成30年
度末までの計画ですが、緑の保全や創
出は長い時間をかけて継続的に取り
組むことが必要です。そこで、これま
での取組の成果や市民意見募集で寄
せられた意見などを踏まえ、「これか
らの緑の取組[2019 - 2 023 ]」（原案）
を策定し、検討を進めています。

市民とともに
次世代につなぐ森を育む

市民が身近に
農を感じる場をつくる

市民が実感できる
緑や花をつくる

5か年の主な取組
●300haの樹林地を新規指定
●指定された樹林地における維
持管理の支援
●森に関わるきっかけとなるイ
ベントや広報を実施

5か年の主な取組
●水田の継続的な保全を支援
●さまざまな農園を開設するな
ど、農とふれあう機会を提供
●市民や企業と連携した地産地
消の推進

5か年の主な取組
●地域で愛されている並木を再生
●地域緑のまちづくり事業や地域
に根差した各区での取組を推進
●緑や花による魅力ある空間づく
りを集中的に展開

【「横浜みどりアップ計画」および「これからの緑の取組」に関する問合せは】環境創造局政策課へ　　 671-4214　　 641-3490
【「横浜みどりアップ計画」の各事業に関する問合せは】環境創造局みどりアップ推進課へ　　 671-2712　　 224-6627

【「横浜みどり税」に関する問合せは】各区役所税務課または財政局税務課へ　　 671-2253　　 641-2775

みどりアップの
楽しみ方

この秋も
ガーデンネックレス横浜2018

　「横浜みどりアップ計画」により横浜
の緑が守られ、魅力ある緑がつくられ
ています。この秋、みどりアップを楽
しんでみませんか。

市民の森ガイドマップ
　市民の森の
散策に便利な
「市民の森ガイ
ドマップ」を作
成し、ホーム
ページでも公
開しています。

　市内5か所にあるウェルカムセン
ターで森の情報発信や自然観察会など
を実施しています。10～11月には、5
か所を巡るスタンプラリーを行います。

横浜の秋の恵みを味わおう

　市内の魅力ある花と緑によって、
「ネックレス」のようにまちや人をつな
ぐ「ガーデンネック
レス横浜」を進めて
います。この秋も、
市内各所で花や緑に
関するさまざまな取
組が広がっていま
す。

森の魅力にふれてみよう

ウェルカムセンター
　山下公園や港の見える丘公園をはじめ
とした、横浜らしい公園や緑地がありま
す。散策をしながら花や緑を楽しんでみ
ませんか。

花や緑を楽しもう

収穫体験農園
　サツマイモやミカンなど、さまざまな野
菜・果物の収穫体験が楽しめます。地元の
実りの秋を感じてみませんか。

「横浜農場」で農の魅力をPR
　食や農に関わる多様な人たち、農畜産
物、農景観などを「横浜農場」という言葉で
表し、農の魅力を発信しています。

直売所・青空市
　地産地消の取組を進めています。地元
で採れた新鮮でおいしい農畜産物を味
わってみませんか。

横浜　収穫体験農園 検 索

横浜　直売所・青空市 検 索

収穫体験農園（金沢区）

みなとみらい朝市（西区）

山下公園
（中区）

里山ガーデンの公開については
最終ページを確認してください。

328.4haを指定 19.2haの農園を開設支援・整備 都心臨海部の緑花  23か所

「これからの緑の取組[2019-2023]」（原案）の概要

緑地保全制度による新規指定等の面積推移

みどりアップ計画期間

120
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0
平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29（年度）

（ha）

87.8

117.5117.5
104.6107.6 109.7101.7102.5

62.4 61.8

農園付公園（戸塚区） 収穫体験農園（緑区） 新港中央広場（中区） 港の見える丘公園（中区）

市民の森ガイドマップ

横浜　みどりアップ計画 検 索

328.4haを指定

りょくか

これからの緑の取組　原案 検 索

里山ガーデン（旭区）

©ITOON/GN
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■市営久保山墓地・日野こもれび
　納骨堂使用者
詳細は9月3日から申込書（区役所広
報相談係で配布）か で
9月28日まで
健康福祉局環境施設課（ 671－
2450 664－6753）

■市技能職員
詳細は受験案内（区役所広報相談係
で配布）か で
一次選考＝10月28日（日）
9月21日まで
総務局人事課（ 671－4003 662－
7712）

■市立特別支援学校  嘱託看護師
中村特別支援学校勤務。詳細は申込
書（ から入手）で
9月25日まで
教育委員会特別支援教育課（ 671
－3958 663－1831）

■通学区域特認校  平成31年度就学者
特色ある教育を実施している小・中
学校等に通学区域外から通える制
度。詳細は9月3日からチラシ（区役所
広報相談係で配布）か で
小学校・義務教育学校は12月14日
まで、中学校は1月18日まで
教育委員会学校計画課（ 671－
3252 651－1417）

■高齢者インフルエンザ予防接種
60～64歳の指定する障害がある人
か65歳以上。2,300円（生活保護受給・
市民税非課税世帯は自己負担免除）
10月1日（月）～12月31日（月）
協力医療機関
予防接種コールセンター（ 330－
8561 664－7296）

■中央職業訓練校 12月生募集
　①ITビジネス科
　②IT・Webプログラミング科
　③介護総合科
　④医療・調剤事務OA科
離職中の求職者（ひとり親家庭の親、
生活保護受給者の優先枠あり）、各選
考30人。詳細は9月20日から申込書
（ハローワークで配布）か で
12月～2019年3月
10月29日まで
説明会　各10時・14時、問合先で
開催。①②10月17日（水）③④10月
18日（木）
会場の中央職業訓練校（ 664－
6825 664－2081）

■障害者パソコン講習会 基礎２
　①ワード
　②エクセル
各抽選8人。3,160円。15歳以上（中学
生除く）の肢体・内部・精神・聴覚等障害
者で基礎1受講者か、①文書作成・編集
可能な人②基本的な関数がわかる人
各13時～16時､全4回
　①10月15日（月）～17日（水）・19日（金）
　②10月22日（月）～24日（水）・26日（金）
横浜ラポール
9月20日までに に 障
害名・等級、手話・筆記通訳希望の
有無を書いて、障害者社会参加推

進センター（〒222－0035港北区鳥山
町1752、 475－2060 475－2064）
申込先か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■横濱ジャズプロムナード2018
費用等詳細は で
10月6日（土）・7日（日）
実行委員会（ 211－1510 221－
0216）

■青少年のための音楽会  横響
　①天地創造（ハイドン）
　②交響曲第4番｢イタリア｣（メン

デルスゾーン）ほか
各1,000円、チケットポート横浜店
で。①販売中②9月18日から販売
①9月17日（月・祝）14時～16時20分 
　②10月27日（土）14時～16時
①県立青少年センター
　②はまぎんホールヴィアマーレ

事務局（ 080－3308－1321）か文化
観光局文化振興課（ 671－3714
663－5606）

■爆笑！ 濱っ子寄席
柳家小三治、柳家権太楼ほか。1,000
円～3,500円
11月15日（木）18時～21時
関内ホール
10月1日から でよこはまユース
（ 662－3716 662－7645）

■スマートイルミネーション横浜2018 
ボランティアスタッフ募集

18歳以上、選考。詳細は で
10月29日（月）～11月6日（火）
象の鼻パークほか
10月12日まで
事務局（ 633－9660 662－0082）

■みなと赤十字病院から
　①老齢化社会における心臓病治療
　②小児の食物アレルギー
　③慢性腎臓病
①当日先着300人②先着50人③当日
先着50人
① 9月24日（月・休）13時～15時
　②10月25日（木）15時～16時30分
　③10月30日（火）14時～15時
①ワークピア横浜
　②③問合先
②1歳～未就学児（予約制）
②9月11日から で問合先へ
みなと赤十字病院（ ①628－6815
②628－6381③628－6100､ 628－
6101）

■講座「大きく変わる腎がんの治療」
抽選100人
9月27日（木）14時～15時
市大金沢八景キャンパス
9月26日までに で市大附属病院
（ 787－2887 787－2866）

■講演｢呼吸器疾患の吸入療法・酸素
療法」

当日先着100人
9月30日（日）13時30分～15時
横浜ラポール

もみじ会（杉本 ・ 901－7446）か健
康福祉局障害福祉課（ 671－3602）

■講座｢がんになった時の生活サポート」
先着120人
10月4日（木）15時～16時30分
戸塚区役所
9月18日から で横浜医療センター
（ 853－8357 853－8356）

■講座｢上部消化器に対する内視鏡
外科」

先着200人
10月5日（金）14時～16時
磯子公会堂
9月11日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）

■講座「LDLコレステロールが気にな
る人へ」

各先着100人。500円。詳細は で
各14時～16時
　①10月11日（木）②10月13日（土）
①横浜ラポール
　②問合先
9月11日から で総合保健医療セ
ンター（ 475－0178 475－0002）

■メンタルヘルス講座
　①精神医療改革の展望
　②ストレス時代のメンタルヘルス
各当日先着300人
各13時30分～16時
　①10月21日（日）②10月27日（土）
健康福祉総合センター
健康福祉局障害福祉課（ 671－
3602 671－3566）

■ぜんそく等リハビリ教室
　｢悪化や長期化の予防」
ぜんそくや肺気腫等の人と家族､先
着20人。詳細はチラシ（区役所高齢・
障害支援課で配布）で
10月23日（火）14時～15時30分
鶴見中央コミュニティハウス
9月11日から で健康福祉局保健
事業課（ 671－2493 663－4469）

■犬のしつけ方セミナー
先着80人
10月20日（土）14時～16時
9月11日から で会場の動物愛護
センター（ 471－2111 471－2133）

■Yナース登録推進研修
抽選50人。詳細は申込書（区役所福祉
保健課で配布）か で
10月21日（日）9時30分～13時
総合医療会館
10月19日まで
看護協会（ 263－2932 263－2905）
か医療局医療政策課（ 671－3932）

■関内駅周辺地区の新たなまちづく
りシンポジウム

先着400人
10月2日（火）18時30分～20時30分
開港記念会館
9月11日から で
都市整備局都心再生課（ 671－3963 
664－3551）

■シンポジウム「私たちの食とSDGs 
国谷裕子基調講演」

先着300人
11月10日（土）13時～16時30分
はまぎんホールヴィアマーレ
9月11日から で
資源循環局3R推進課（ 671－3593 
663－5834）

■訪問看護入門研修
看護師免許所持者､ 選考30人｡ 詳細

は問合せか で
11月13日（火）・14日（水）､全2回
10月11日まで
会場の看護協会（ 263－2933 263
－2905）か健康福祉局高齢在宅支援
課（ 671－4129）

■コーチング入門講座
青少年施設での活動を担う人、先着
30人。3,000円
10月17日（水）・24日（水）19時～21時､
全2回
9月11日から で
会場の青少年育成センター（ 664
－6251 664－6254）

■シルバーIT講習  入門
50歳以上、各抽選18人｡ 3,700円｡ 詳
細は問合せを
各コース火・水曜、全2回。午前＝9時
30分～12時。午後＝13時30分～16時
　《初めてのパソコン》
　10月2・3日午前、11月6・7日午前
　《初めてのエクセル》
　10月9・10日午前、11月13・14日午前
　《初めてのワード》
　10月9・10日午後、11月13・14日午後
9月21日まで
会場のシルバー人材センター（
847－1800 847－1716）

■展示｢明治の浮世絵 色とりどり｣
9月19日（水）～10月8日（月・祝）
会場の中央図書館（ 262－7336
262－0054）

■動物愛護フェスタよこはま2018
災害時のペット対策ほか。詳細は で
9月23日（日・祝）10時～15時。荒天
中止
山下公園
動物愛護センター（ 471－2111
471－2133）

■ヨコハマ大学まつり2018
詳細は で
9月30日（日）10時～18時
クイーンズスクエア横浜周辺ほか
政策局大学調整課（ 671－4272
664－9055）

■体感！中国・上海
詳細は で
10月8日（月・祝）14時～16時
クイーンズサークル
国際局国際連携課（ 671－2079
664－7145）

■風力発電所バス見学会
中学生以上､抽選55人。700円。詳細は で
9月20日（木）12時45分～16時
ハマウィングと水素施設
9月15日まで
地球温暖化対策推進協議会（ 681
－9910 681－3934）か温暖化対策
統括本部調整課（ 671－4372）

■横浜農業探検隊  参加者募集
抽選30人。畑見学と収穫体験。費用
等詳細は で
10月27日（土）12時～17時30分
9月18日まで
環境創造局農政推進課（ 671－
2635 664－4425）
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■シニア向け就職支援プログラム
55歳以上、先着18人。詳細は で
10月3日（水）10時～15時30分
9月11日から で会場の就職サポー
トセンター（ 0120－915－574）
申込先か経済局雇用労働課（ 671
－2343 664－9188）

■横浜建築高等職業訓練校 見学会
中学生～40歳、各先着10人。詳細は
で
各10時～12時30分
　①10月13日（土）②10月27日（土）
産業技術短期大学校
①9月11日から
　②9月25日から

経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■訪問看護就職説明会
看護師免許所持者、選考40人
10月27日（土）10時～14時30分
開港記念会館
10月12日までに で横浜在宅看護
協議会（ 080－6680－1133）
申込先か健康福祉局高齢在宅支援
課（ 671－4129 681－7789）

■葉っぱや木の実を探してかんむり
を作ろう

1～6歳の未就学児と保護者、先着15
組30人
10月20日（土）10時～12時
児童遊園地
9月12日から で
環境活動支援センター（ 711－0635 
721－6356）

■市民クルーズ
　①ぱしふぃっくびいなす 屋久島・

南紀と瀬戸内海
　②飛鳥Ⅱ 冬の駿河
各抽選15室。大人1人①187,000円～
②90,900円～。横浜港発着。詳細は 
9月3日からチラシ（区役所広報相談
係で配布）か で
①11月11日（日）～16日（金）
　②12月20日（木）～22日（土）

取扱旅行会社
　①9月27日まで
　②9月30日まで

港湾局客船事業推進課（ 671－7272 
201－8983）

■女子バレー世界選手権 市民招待
各抽選50組100人
9月29日（土）～10月1日（月）・3日（水）・ 
4日（木）・19日（金）・20日（土）
横浜アリーナ
9月17日までに で
市民局スポーツ振興課（ 671－
4574 664－0669）

■ヨコハマ スポーツデー2018
トークショー、健康食フェスほか。
詳細は で
9月23日（日・祝）9時～17時
新横浜公園
体育協会（ 640－0016 640－0021）

■リレー・フォー・ライフ・ジャパン 横浜
がん征圧・患者支援チャリティー
ウォーク。1,000円
10月6日（土）12時～7日（日）12時。荒天中止
臨港パーク
実行委員会（池田 090－7901－8718）
か医療局がん・疾病対策課（ 671－
2721 664－3851）

■スポレクフェスティバル中央イベント
一部要事前申込。詳細は9月3日から

チラシ（区役所地域振興課で配布）か
で
10月8日（月・祝）10時～15時。荒天中止
新横浜公園
体育協会（ 640－0018 640－0024）

■スポーツ医科学センターで
　①健康・体力チェック
　②秋の健康教室
①18歳以上、当日先着計100人②16
歳以上、各抽選30～80人｡ 費用等詳
細は で
①10月8日（月・祝）10時・13時
　②10月～12月の月～金曜
②9月20日まで
会場のスポーツ医科学センター
（ 477－5050 477－5052）

■親子ラグビー教室
小学生以上の親子、先着50組
10月13日（土）12時30分～14時30分
新横浜公園
9月13日から で
市民局ラグビーワールドカップ担
当（ 671－4566 664－1588）

■医療費のお知らせ（医療費通知）の
送付

　①市国民健康保険
　②県後期高齢者医療制度
医療費控除の申告に利用可。領収書
が必要な場合あり
①2018年1月～12月診療分は2019
年2月中旬送付
　②2018年1月～10月診療分は2019
年1月末、2018年11月・12月診療分
は2019年3月末送付
居住区の区役所保険係か、①健康
福祉局保険年金課（ 671－2424
664－0403）②県後期高齢者医療
広域連合（ 0570－001120 441－
1500）

■小学校、義務教育学校前期課程
　就学通知・就学時健康診断通知発送
2019年4月入学者。外国籍の入学希
望者は区役所登録担当へ問合せを
10月中旬
区役所登録担当か教育委員会学校
支援・地域連携課（ 671－3270
681－1414）、健診は健康教育課（
671－3275 681－1456）

■私立学校等就学奨励費
　（小中学校・中等教育学校前期課程）
国・公立学校か市内の私立学校への
通学または外国籍の子を市内外国人
学校へ通学させるのが経済的に困難
な人
9月3日～14日に通学校へ
申込先か教育委員会学校支援・地
域連携課（ 671－3270 681－1414）

■勤労者貸付制度（自治体提携ローン）
福利厚生資金などに。詳細はチラシ
（区役所広報相談係で配布）か で

中央労働金庫横浜支店（ 661－
5511 640－1131）か経済局雇用労
働課（ 671－2341）

■市立学校臨時的任用職員・非常勤
講師 登録会

詳細は9月3日から で
10月20日（土）・21日（日） 11時～15時
教育委員会東部学校教育事務所
（ 411－0605 411－0613）

■住宅・土地統計調査に協力を
調査対象の世帯へ住生活に関する調
査書類を調査員が配布
9月中旬～10月中旬
政策局統計情報課（ 671－2105
663－0130）

■東京都市圏パーソントリップ調査
に協力を

12月中旬までに53,000世帯へ交通に

関する調査票（はがき）を送付　
都市整備局都市交通課（ 671－2021 
663－3415）

■2019年春は統一地方選挙
　投票キャンペーン
詳細は で

選挙管理委員会選挙課（ 671－3335 
681－6479）

■入札参加資格審査申請の受付
平成31・32年度に市発注の入札参加
希望者。詳細は9月5日から で
10月1日～19日
電子入札ヘルプデスク（ 662－7992 
641－2758）

■自殺予防週間  特別相談会
各先着。こころの健康相談3人、借金
相談6人
各13時～16時。9月18日（火）・20日
（木）・25日（火）・27日（木）
市役所市民相談室
9月11日から か直接、市民局市民
相談室（ 671－2306 663－3433）

■環境アセスメント図書の縦覧
　①（仮称）みなとみらい21中央地区37

街区開発計画 計画段階配慮書
　②（仮称）相模鉄道本線（鶴ケ峰駅

付近）連続立体交差事業 計画段階
配慮書

環境情報提供書の提出は問合先へ
①9月5日（水）～19日（水） （予定）
　②9月25日（火）～10月9日（火） （予定）
問合先か、①西区役所広報相談係
　②旭区役所広報相談係

環境創造局環境影響評価課（ 671
－2495 663－7831）

■公共事業事前評価 市民意見募集
　①学校施設の建替（及びコミュニティ

ハウス複合整備）事業（上菅田小学校）
　②学校施設の建替（及びコミュニティ

ハウス複合整備）事業（都岡小学校）
　③学校施設の建替事業（汐見台小学校）
資料の閲覧・配布は期間中、市役所市
民情報センター、区役所広報相談係
（①保土ケ谷②旭③磯子区）、問合先
で。 からも可
9月3日～10月3日
教育委員会教育施設課（ 671－3531 
664－4743）

■みなとみらいホール〔 682－2000 
682－2023、9月3・25日休み〕

①避難訓練コンサート
②フォーレ四重奏団 モーツァルトピ
アノ四重奏曲
①避難訓練体験と吹奏楽コンサー
ト。当日先着500人。車椅子利用は要
事前申込
②6,000円、会場で販売中
①9月27日（木）10時30分～12時
　②10月4日（木）19時～21時
■横浜美術館〔 221－0300 221－
0317、木曜休み〕
コレクション展
所蔵品の紹介。500円
12月16日（日）まで（9月25日～10月
12日は除く）

■横浜能楽堂〔 263－3055 263－
3031、9月10日・10月1日休み〕
①横浜狂言堂
②眠くならずに楽しめる能の名曲
①｢萩大名｣「呂蓮」
②狂言｢仏師｣、能｢土蜘蛛｣、替間｢土隠｣
①2,000円②3,000円～4,000円、9月8
日12時から か で
①10月14日（日）14時～15時50分
　②12月16日（日）14時～16時15分

■横浜にぎわい座〔 231－2515 231
－4545、9月19・20日休み〕
①よこはま文菊開花亭
②三遊亭円楽 独演会
③笑福亭福笑 独演会
3,100円、会場で販売中
①10月11日（木）19時～21時
　②10月12日（金）14時～16時
　③10月13日（土）14時～16時
■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝休日休み〕
教室｢冷凍食品の基礎知識と安全性｣
当日先着150人
10月25日（木）13時30分～15時30分
開港記念会館

※手話通訳希望者は問合せを
■男女共同参画センター横浜北〔
910－5700 910－5755、第4月曜休み〕
あなたの知らないオードリー・ヘッ
プバーン
ドキュメンタリー上映とグループ
トーク。先着40人
11月17日（土）14時30分～16時30分
1歳6か月～未就学児（予約制・有料）
9月11日から か で

■歴史博物館〔 912－7777 912－
7781、月曜（祝休日の場合翌日）休み〕
展示｢寄木細工 アート アンド ヒス
トリー」
600円
9月22日（土）～11月11日（日）

■帆船日本丸・横浜みなと博物館〔
221－0280 221－0277、月曜（祝休日
の場合翌日）休み〕
①乗りものクイズラリー
②展示｢海の高度測定儀の歴史｣
③展示「横浜の船と港」
①会場の6施設でクイズに答えると
特典あり。入館料が必要な場合あり
②③400円
① 9月15日（土）～11月25日（日）
　②10月21日（日）まで
　③12月24日（月･休）まで
①市電保存館､日産グローバル本
社ギャラリー、日本郵船氷川丸、原
鉄道模型博物館､ 帆船日本丸､ 三
菱みなとみらい技術館

■山手西洋館〔エリスマン邸（ ・
211－1101、第2水曜休み）〕
絵本の読み聞かせ
6歳以下と保護者、当日先着30組60人
毎月第2木曜10時30分～11時30分

■自然観察の森〔 894－7474 894－
8892、月曜（祝休日の場合翌日）休み〕
①講演｢円海山緑地の成り立ちと三
浦半島の植物相｣
②生きものと出会う森さんぽ
①中学生以上、抽選50人②3～6歳の
未就学児と保護者、各抽選40人｡ 詳
細は で
①10月21日（日）9時30分～12時30分
②10月27日（土）・28日（日）10時～12時
①10月5日まで②10月15日まで

■金沢動物園〔 783－9100 782－
9972、月曜（祝休日の場合翌日）休み、
10月は無休〕
①シルバーウィークスペシャル
②文化祭
①ステージやブース出展②自然環境
関連イベント。①②500円
荒天中止
　①9月15日（土）～17日（月・祝）
　②10月6日（土）～ 8日（月・祝）
■野島青少年研修センター〔 782－
9169 701－9599〕
秘密基地作り
小学3～6年生、抽選30人。5,000円。
詳細は で
10月27日（土）～28日（日）の1泊2日
10月10日まで
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市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

9月 1日
 8日
15日
22日
29日

※タイトルは変更になる場合があります

ハマの「防災」
ハマのマニアックスポット
ハマのいきいきシニア
芸術の秋 ハマのアート
ハマの植物楽（学）

10：47～10：52頃
6：35～6：45

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

京急線が好き。

横浜を感じるミニコラム

 『横浜F・マリノスに所属する誇り』 喜田 拓也（サッカー選手）

　みなとみらいは、昔Ｆ・マリノスの練習場があっ
た場所で、自分のすべてが詰まっている場所です。
とても景色も良いですし、今でも大好きな場所のひ
とつです。
　自分がサッカーを始めたのは、2人の兄の練習に
親と一緒についていったのがきっかけでした。兄た

ちの練習を見ているうちに、自然な流れでサッカー
をはじめました。当時は、自分自身がサッカーを純
粋に楽しんでいたので、あこがれている選手などは
特にいませんでした。
　横浜生まれ横浜育ちの自分にとって、Ｆ・マリノ
スは、サッカーを始めた時からのあこがれのチーム
でした。常に生活の中心にＦ・マリノスがあったの
で、今でもこのエンブレムは自分の中で特別なもの
です。
　Ｆ・マリノスの魅力を一言でいうのは難しいです
が、これまでタイトルをたくさんとってきているク
ラブで、外からみても強豪というイメージのあるク
ラブだと思います。そういうクラブに所属できてい
ることはこの上ない喜びです。最近はリーグのタイ
トルをとることが出来ていないので、選手として、
チームを強くしてタイトル奪取に関わりたいという

強い気持ちがあります。
　小さい頃にスタジアムで試合を観ていた自分自身
の実体験としてもそうですが　テレビで観るのと実
際にスタジアムで試合を肌で感じるのは大きく違う
と思うので、ぜひスタジアムに足を運んでもらい、
Ｆ・マリノスが取り組んでいる面白いサッカーを観
に来ていただけたらと思います！

東京2020オリンピック・パラリンピック

【この記事に関する問合せは】
市民局オリンピック・パラリンピック推進課へ

671-4588　 664-1588
【この記事に関する問合せは】

健康福祉局こころの健康相談センターへ　 671-4455　 662-3525

「横浜市・都市ボランティア」募集開始！

９月は「自殺対策強化月間」

　2020年7月24日（金）～
8月9日（日）および8月25日

（火）～9月6日（日）に開催さ
れる東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック。横浜で
はサッカー、野球・ソフトボール競技が行われます。
　本市では、東京2020オリンピック・パラリン
ピックの開催にあたり、会場周辺や最寄り駅周辺
での案内などを行う横浜市・都市ボランティアを
募集します。募集に関する詳細はホームページを
確認してください。

　2017年の自殺者数は、 全国で21,321人、本市では443人でした。
自殺者数は2010年以降減少傾向にありますが、依然として全国で年

間2万人を超える深刻な状況が続いています。
　自殺の原因にうつ病が多いことは良く知られて
いますが、うつ病などとともに自殺の要因になっ
ているのは、アルコールや薬物、ギャンブルなどの
依存症です。正しい知識を得て、さまざまな助けを
借りながら、アルコールや薬物、ギャンブルなどに
頼らない日々を続けることで、回復していくこと
が可能です。

日 時 10月2日（火）14時～16時
会 場 開港記念会館（中区本町1-6）
講 師 �青山久美さん（市大附属病院児童精神

科助教）
定 員 先着400人（無料）
申込み �9月11日（火）9時30分から、ホーム

ページか電話かFAXで

※�手話・筆記通訳・保育を希望の人は9月11日
（火）9時30分～14日（金）15時までに、ここ
ろの健康相談センターに連絡してください。

 各区精神保健福祉相談＜予約制＞
日 時 �月～金曜（祝休日を除く）8時45分～17時
詳しくは居住区の高齢・障害支援課へ問合せし
てください。
 こころの電話相談　 662−3522
日 時 �月～金曜：17時～21時30分、
� 土・日曜・祝休日：８時45分～21時30分

●依存症で困っている人へ
 依存症相談＜面接相談（予約制）・電話相談＞

671−4408
日 時 �月～金曜（祝休日を除く）8時45分～17時

●大切な人を自死（自殺）で亡くされた人へ
 自死遺族ホットライン　 226−5151
日 時 �第1・3水曜日（祝休日を除く）10時～15時

 自死遺族の集い「そよ風」
安心して思いを語り合い、分かち合う場です。
日 時 �第3金曜日10時～12時30分
会 場 �こころの健康相談センター��会議室
� （中区日本大通18��KRCビル６階）

671−4455

募集期間  9月12日（水）～12月12日（水）  

　「世界自殺予防デー（10日）」、 「自殺予防週間（10～16日）」に合わせ、本市では 
9月を「自殺対策強化月間」としています。

自殺の現状

市大・こころの健康相談センター共催
エクステンション講座

「やめられない若者」の
支援と自殺対策●こころの健康

本人のほか、家族や友人が
相談することもできます。相談先

〜酒・たばこ、ギャンブル、ゲームの
問題を考える〜

あなたを支えるつながりがあります

喜田拓也さん：1994年8月23日生まれ。
横浜市出身。 タフな対人守備が魅力の
ボランチ（守備的ミッドフィールダー）。
Ｆ・マリノスの育成組織出身で、2006年
には主将として全国制覇を達成。その後
トップチームに昇格して、現在6年目を迎
える。中盤の攻守を司る新スタイルの象
徴的存在。

プロフィール

試合前に踊る「ハカ」
　10月にブレディスローカップで試合を行う
ニュージーランド代表（ニックネーム「オールブ
ラックス」）は、試合前に伝統的な舞踊「ハカ」を踊
ることで有名です。
　ハカとは元々、ニュージーランドのマオリが戦い
の前などに、強さと結束力を示すための舞踊でした。
　大声で叫び、勇ましく大地を踏みならし、体を力
強く叩くその舞踊は、相手への挑戦を意味するだけ
でなく、尊敬の意も
含み、見る人へ強烈
な余韻を残していき
ます。
ブレディスローカップ
については次ページを
見てください。

【この記事に関する問合せは】
市民局ラグビーワールドカップ2019推進課へ

671-4587　 664-1588

YCU医療講座

横浜市　生きる
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2年後の夏

CGetty Images
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【エクステンション講座への申込みは】
市大地域貢献センターへ

月～金曜（祝休日を除く）9時30分～16時30分
787-８９３０　 ７０１-４３３８
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【発行】 市民局広報課      671-2332      661-2351 横浜市役所  〒231-0017  中区港町1-1  　671-2121（代表）

～市内各所や里山ガーデンへ～

この秋もガーデンネックレス横浜2018
　花と緑にあふれる「ガーデンシティ横浜」として、市内各所で
ガーデンネックレス横浜の取組が広がっています。昨年多くの
人が来場した里山ガーデンでは、横浜の花で彩る大花壇がこの
秋も期間限定でオープンします。市内最大級、約10,000m2の大
花壇が秋の花々によって彩られます。

【里山ガーデンフェスタに関する問合せは】NTTハローダイヤルへ　　 050-5548-8686
  案内期間8月15日（水）～10月17日（水）  8時～22時

【各区の取組に関する問合せは】環境創造局みどりアップ推進課へ　　 671-2629　　 224-6627
ガーデンネックレス横浜 検 索

【イベントの申込みに関する問合せは】事務局へ　　 306-5377　　 662-0017  10時～17時（土・日曜、祝休日を除く）
【イベントの内容・企画に関する問合せは】男女共同参画センター横浜北へ　　 910-5700　　 910-5755（第4月曜除く）
【学生参加枠に関する問合せは】政策局男女共同参画推進課へ　　 671-2035　　 663-3431（土・日曜、祝休日を除く）

ウーマンビジネスフェスタ 検 索

【この記事に関する問合せは】ラグビーワールドカップ2019推進課へ
　　 671-4587　　 664-1588ブレディスローカップ 検 索

【日時】  9月15日（土）～10月14日（日）  9時30分～16時
【会場】  里山ガーデンよこはま動物園ズーラシア隣接（旭区上白根町1425-4）
【費用】  無料

【日時】  11月3日（土・祝）  13時～17時
【会場】  パシフィコ横浜 会議センター

（西区みなとみらい1-1-1）

【内容】  13時～　　  講演会　   
オープニングメッセージ  横浜市長  林 文子
基調講演  サヘル・ローズさん（女優・タレント）

14時15分～ 分科会
①人生100年時代のわたし流働き方改革
②自分を魅せる～共感を呼ぶビジネス～
③国際ビジネスで通用するグローバル人材とは

16時～　     交流会
参加者、女性起業家、分科会登壇者による
交流パーティ

【日時】10月27日（土）  15時キックオフ
【会場】日産スタジアム（横浜国際総合競技場）

　女性の働き方に対する価値観が変わってきている今、
あなたはどのような働き方をしていきたいですか？
　企業などで働く女性や地域で活躍する女性起業家を
応援するイベントを開催します。メディアで活躍中の
サヘル・ローズさんの基調講演のほか、パネルディス
カッション、交流会を行います。女性起業家や働く先輩
たちと、「わたしのこれから」を考えてみませんか。今年
から学生のキャリア形成支援としての参加枠もありま
す。学生、男性の皆さんもぜひ参加してください。

　世界のラグビー界で最強を誇る「オールブラックス」ことニュージーランド代表(ラグビーワールドカップ優
勝回数3回)と、長年のライバルで「ワラビーズ」の愛称で知られるオーストラリア代表(ラグビーワールドカップ
優勝回数2回)との間で80年以上にわたり行われている国際マッチ「ブレディスロー
カップ」が横浜で開催されます。
　日本では9年ぶり2度目の開催となるこの試合は、ラグビーワールドカップ2015™
の決勝カードでもあり、両国の誇りをかけた戦いが繰り広げられます。
　来年開催されるラグビーワールドカップ2019™でも優勝候補である両チームの
試合。家族や友人と観戦に行きませんか。

横浜の花と緑をPRする
マスコットキャラクター
「ガーデンベア」　
©ITOON/GN

期間中の主なイベント

【日時】 9月15日（土） 10時30分～／13時30分～
各1時間前後　小雨決行

【定員】 30人
（当日10時から整理券配布）
＋立ち見あり

①トークショー30分
ウェルカムガーデンの
コンセプトや大花壇の
見どころ

②ガイドツアー30分

横浜の花と緑を
PRするアンバサダー

三上  真史さん

私の未来をクリエイト

横浜女性ネットワーク会議＆ウーマンビジネスフェスタ

参加者募集（事前申込制）
定　員  先着400人

※一部、学生無料枠あり
参加費  3,000円

（交流会飲食代含む）
保　育  予約制

（1歳６か月～未就学児）
申込み  9月11日からホーム

ページより受付

サヘル・ローズ さん
イラン生まれ。幼少時代を孤児院
で過ごし、8歳で養母と来日。さま
ざまな苦難を乗り越えながら、高
校時代から芸能活動を始め、
J-WAVEでラジオDJデビューし、
女優、タレント、 キャスターとして
TV、ラジオ、映画、舞台と活動中。

【対戦カード】

ニュージーランド代表 vs オーストラリア代表

チケット販売中

申込みはこちら

　来年開催されるラグビーワールドカップ
2019。横浜では決勝・準決勝を含む7試合が開
催されます。また、チケットの一般抽選販売が
9月19日(水)から開始されます。一度抽選で
外れた人も申込が可能です。

ラグビーワールドカップ2019™
チケットの一般抽選販売開始

開幕まであと1年！

ラグビーワールドカップ2019の
チケット一般抽選販売

【この記事に関する問合せは】

ラグビーワールドカップ2019推進課へ
　　 671-4587　　 664-1588

ラグビーワールドカップ2019　チケット 検 索
©Getty Images

●大花壇の花の7割近くが市内産です。秋らしい色を中
心に、彩り豊かで多品種の花苗を使用します。

●土日を中心にさまざまなイベントを実施予定で、ガー
デンベアも登場します。

※里山ガーデンで実施するスタンプラリー
に参加すると、里山ガーデンフェスタ開催
期間中ズーラシアの入園料が半額になり
ます！（土・日曜・祝日除く）

　よこはま動物園ズーラシアで実施してい
るバードショーを里山ガーデンでPRしま
す。ぜひ、よこはま動物園ズーラシアにも遊
びに行きましょう!!

●市内各所
　花や緑に関する講演会や
市民による花植えなど、各
所でさまざまな取組をして
います。

みかみ　まさし

各区の取組はこちらから

〈里山ガーデンフェスタ〉

●里山ガーデン
三上真史さんによるオープニングイベント


